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木場潟の水質保全活動の取組み　社会奉仕委員会

　小松ＲＣでは、木場潟の水質保全活動の一

環として、2008〜2009年の西正次（会長）年

度に、木場潟南園地内で水生植物のアサザな

どを育てる水草園を設け、その後、毎年、木

場潟に移植する活動を行ってきました。

　あいにくの雨の中、９月13日に本村公志社

会奉仕委員の指導のもと、寺田英夫会長ほか

９人が、県、市、小松ＲＣが設置した水草浄化

場所でアサザを移植する作業を行いました。

　また、２年前からアサザが繁殖しない原因

は外来種のミシシッピアカミミガメ（ミドリ

ガメ）と分かり、前日に駆除する網が仕掛け

られ、当日10匹掛かっており、参加者を驚か

せていました。



ごあいさつ

2020～2021年度
小松ロータリークラブ　会 長　寺 田  英 夫

　新型コロナウイルス感染症防止対策として、今年度前半に企画していた多くの活動

を断念する中、小松ロータリークラブでは、毎年、社会奉仕委員会を中心に木場潟の

優れた自然環境を守る活動をしています。今年も９月１３日、雨の降る中、会員と共

に社会奉仕活動ができたことに感謝申し上げます。

◆スローガン

良い縁を活かそう
「縁尋機妙」「多逢勝因」

　世の中は2001年度問題として、賑やかな幕明

けの年でした。大晦日から元旦にかけて、コン

ピューターの日付変更がうまく作動するか、そ

の瞬間を息をのむ思いで迎えていたのを憶えて

居ります。

　その年に47代目の会長をお引き受けし、私の

器でないながら幹事の西　正次氏に助けて頂き、

どうにか会長を全うする事が出来ました。この

年に小松東ロータリーの作本　勲氏、小松シテ

ィロータリーの米野　輝氏と私、そして各幹事

三氏とで話し合い、新年例会を合同でする事に

なり、今では恒例となりました。お二方共、鬼

籍に入られて、懐かしい想い出です。

　 2000年代に入り、阪神、東北、地元では能登

沖と、様々な地を揺るがす多難が続きました。

そして今、コロナ禍に

全世界が収束の為の努

力を払って居ります。

　数々の難に遭遇をし

ながらも、小松ロータ

リークラブは歩みを続

けております。益々の

発展と親睦を深めつつ、

世の中への貢献を祈念

して居ります。

創立65周年記念特集

歴 代 会 長 語 る！！
〜１２か月連続シリーズ 〜

～ 小松RC創立６５周年をふりかえって ～

２００１〜２００２年

第４７代会長

土定　助勇



　そもそもＪＡ（農業協同組合）は農業者の経営

安定と地域農業を元気にする事が大切な役割で、

主役は組合員であり組合員の皆さんが事業や運

営に参加・参画する組織であり、民主的運営に

より１人１票制による運営を行っております。

　ＪＡグループは全国で 584ＪＡ（Ｒ2.7.1 現在）

が、中央会（総合調整）と全農（経済営農）・共

済連（ひと・いえ・くるまの総合保障）・農中、

信連（貯金・貸出）の総合事業を行っています。

　一方、石川県では県内16ＪＡにより事業展開

を行っておりますが、現在県下広域合併に向け

検討を進めており、３ＪＡ構想を検討しており

ます。

　ＪＡ小松市は、昭和47年に第１次合併により

発足し、平成11年に第２次合併で１市１ＪＡと

なり、県下最大規模のＪＡとなり現在に至って

おります。

　発足以来、社会福祉法人「ジェイエイ小松福

祉会」を立ち上げ、デイサービスセンター「ＪＡ

きらら」を３ヵ所運営しており、「道の駅こまつ

木場潟」を小松市から委託管理を受け、直売所

「じのもんや」とレストラン「四季彩」を運営

しております。また「ＪＡあぐり」では、当初

組合員の資材供給センターと併設して産直売り

場を新設しましたが、安心・安全な農産物の提

供の場として、組合員及び地域住民から大変好

評を得ております。

　当ＪＡ組織としては、組合員数20,329名（Ｒ

2. 6月末現在）うち正組合員4,602名、准組合員

15,727名でありますが、正組合員は10a以上の耕

作者もしくは１年のうち90日以上の農業従事者

等で、准組合員は地区内に住所を有する個人や

ＪＡの事業利用が認められるものとされており、

地域になくてはならないＪＡであります。

2020年9月3日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3158回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告

★幹事報告　９月１日よりロータリーレートが１＄１０６円に変更（１０５円より変更）

●会員卓話要旨　JA小松市の概況について

小松市農業協同組合

代表理事専務

山根  清弘 会員

主な事業実績は以下の通り（Ｒ2.3. 現在）

　現状では、日本全体として農業者の世代交代

期で、農業の構造変革期を迎えており、大規模

農業経営の増加や新規就農者や法人経営も増え

ておりますが、当ＪＡ管内を見ると高齢化に伴

う後継者不足（世代交代不能）や地域特性（も

のづくりの町）として新規就農者不足等が懸念

されているところであります。

　ＪＡグループとして、「農業者の所得増大」・

「農業生産の拡大」・「地域の活性化」を揚げ、

協同の力で組合員とともに取り組んでおります

が、当ＪＡでは第13次中期３ヵ年計画「スロー

ガン：組合員とともに小松の農業・地域の未来

を拓く」を基に元気な農業、元気な地域づくり

に努めており、地域農業ビジョン５ヵ年計画の

実践と身近な支店を通じた組合員・地域との結

びつき強化の実践を行っております。

　本来はコロナ禍の中で、ＪＡまつりや支店ふ

れあいイベント等を中止せざるを得なくなりま

したので、生産者や消費者の期待に応えられる

ようなイベントを「道の駅こまつ木場潟」や

「ＪＡあぐり」にて開催を予定しておりますの

で、ご期待下さい。

項　目

自　己　資　本

う ち 出 資 金

自 己 資 本 比 率

貯　金　残　高

貸 出 金 残 高

長期共済保有高

219億円

18億円

28.32％

2,103億円

479億円

5,256億円

金  額 項　目

購買品供給高

販売品取扱高

事 業 総 利 益

経 常 利 益

当 期 剰 余 金

44億円

38億円

36億円

7億円

5億3千万円

金  額



2020年9月10日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3159回

★寺田 英夫会長  挨拶・報告

　インドネシアは東南アジア南部に位置する共

和制国家。首都はジャワ島に位置するジャカル

タ首都特別州。面積は約189万㎢で日本の約５

倍の大きさ。世界最多の島々を抱える国家（島

国）である。赤道にまたがる１万７千もの大小

の島により構成され、人口約２億5,500万人で世

界第４位。インドネシアには約1,340の民族グル

ープがある。通貨はルピア。インドネシアの気

候は２つの季節風により雨季（５月から９月）

と乾期（10月から４月）がある。公用語はイン

ドネシア語。多民族国家であるインドネシアは

言語も多く、その言語数は652といわれている。

６つの宗教が国家公認の宗教と定められている。

国民の約90％がイスラム教を信仰している。

●米山奨学生卓話要旨

　インドネシアの多様性：宗教、文化、教育

米山奨学生

（2020年4月〜2022年3月）

ワヒユニ ファウジアさん

世界で一番イスラム教徒が多い国はインドネシ

アである。

　日本の入学式は４月だが、インドネシアの学

校では７月に入学式を行う。学校は７時ごろか

ら始まり、お父さんお母さんは子どもを学校に

送り届けてから出勤する人が多い。朝が早いの

でお昼ごろには授業が終わる。ジャワ語やバリ

語といったその地域それぞれの言葉の授業が行

われている。宗教教育のレッスンは「必習」の

レッスンの１つで、小学校から高校まで勉強し

なければならない。

　インドネシアには多様性に富んだ文化や美味

しい食べ物や美しい景色がたくさんある。是非、

機会があればインドネシアに来てください。

例会報告

メークアップ届
 8／20

 8／30
 8／30
 9／2

寺田、数左、川本、中澤、髙野、杉本、山本省五、西

蓮井、北村茂、福島、大畑、岡田、澤守、後藤、東

　　　　　　　　髙木

　　　　　　　　澤矢、髙木

岡田、髙木、王生、寺田、中澤

８月定例理事会

地区ロータリー米山記念奨学会
米山奨学生カウンセラー研修会
プログラム委員会

2020年9月3日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 39名・欠席数 11名・出席率 78.00％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、数左從光、松多伸悟、中澤宏介、岡田靖弘
生水敏雄

例会報告

メークアップ届
 9／4 　　　　　　　　　　　　　　　　　　山本省五、水口中学校職業アドバイザー派遣推進事業（松東中学校）

2020年9月10日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 38名・欠席数 12名・出席率 76.00％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介、岡田靖弘、蓮井正樹
澤矢豊伸、髙木千鶴、北村和久

9月米山奨学金贈呈：ワヒユニ ファウジア 様



2020年9月17日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3160回

　この度は、ご清聴いただきありがとうござい
ました。
　例会へ出席するのも久しぶりだったため、少
し緊張しながら会場へ行きましたが、多くの方

●会員卓話要旨　ネットの誹謗中傷にあった際の対応

小松なごみ法律事務所

代表

片岡  健太 会員

から声をかけていただき、大変嬉しかったです。
　インターネット上における問題はとても身近
で、誰もが巻き込まれる危険性を持っています。
一方で、うまく使いこなすことが出来れば、と
ても有用な手段となります。
　今回お話ししたことが、少しでも皆様のお役
に立つことが出来ればと願っております。
　コロナの影響で何かと制約がかかり、ストレ
スを感じやすいご時世ですが、適度に発散し共
に乗り越えていきましょう。皆様のご健康とご
多幸を心よりお祈り申し上げます。

2020年9月24日　例　会 アパホテル＜小松グランド＞第3161回

　入会して１年半、待ちわびた会員卓話を皆さ
まの前で行うことで、ようやくロータリーの会
員としての実感が持てた気がします。
　現在、パンあづま屋の三代目代表取締役であ
りますが、パン屋としての歴史を振り返るとい
つも祖父の偉大さに感服します。戦前から途中
戦争で中断し帰還してからここまで会社を大き
く育て、幼い頃からずっと当たり前のようにパ
ンの中で育ってきた環境、今会社を預かる身と
なって、時代の違いはあるけど本当に会社を続
けていくことの素晴らしさと難しさ大変さは実
感しています。幼い頃から本当に好きなことを
させてくれた祖父と両親には、感謝しかありま
せん。だからこそ長年守ってきたこの「パンあ
づま屋」を、尚一層皆さまに愛されるパン屋と

●会員卓話要旨　パンあづま屋（東 和央）の履歴書

㈲パンあづま屋

代表取締役社長

東  　和央 会員

して発展させていきたいと思います。
　三代目社長も還暦のほうが近い年齢になって
きました。事業承継をできるよう10年後を考え
ていかねばなりません。また、承継できる会社
に育てることが私の使命です。息子はまだ全く
違う分野で好きな仕事？をしています。26歳、
結婚もこれからですので、まだ入社は先の事だ
と思っています。分かりませんけど…それに付
け加え、下に娘が２人おります。３人の子ども
たちが一つ屋根の下で賑やかに？家族勢ぞろい
しています。誰かがいなくなるなど考えもしま
せん。親ばかは十分理解しています。これは時
期が解決してくれると、自身からは動きはしま
せん（笑）。
　これからも時代の流れは読めません。（元々読
んではいないけど…）今は、今出来ることを最
大限できるだけ頑張って挑戦してまいります。
やりたい事とやれる事、やらねばならない事…
よく精査して10年ビジョンを進めていこうと考
えます。
　最後に、人という財産に感謝して「全てはお
客様の感動と満足の為に」を自社の方向性とし
て掲げて、パン作りに励んで参ります。

例会報告

メークアップ届
 9／10
 9／13
 9／15

寺田、松多、中澤、髙野、杉本、山本省五、蓮井、福島、大畑、岡田、後藤、東

　　　　本村、西、後藤、数左、北村和久、大畑、杉本、髙野、寺田、湯浅

寺田

９月定例理事会
木場潟水草園の移植作業
小松東ＲＣ

2020年9月17日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 33名・欠席数 17名・出席率 66.00％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介、本村公志



ニコニコBOXの年間達成目標 1,500,000 円 ニコニコBOX9月末の累計金額 448,000 円

9月誕生祝い

1日　岩崎　正希会員 28日　岡田　靖弘会員

　小松ＲＣ創立65周年を記念して、 現会

員の歴代会長さんに65年を振り返っても

らい、今月号で３人の会長さんに登場し

ていただきました。お陰様でクラブ会報

を読み、多くの方から反響をいただき、

感謝申し上げます。　　　　　（大畑）

編集後記

《新型コロナ感染対策》
　小松ＲＣでは、例会等で様々なコロナ

感染対策を講じて開催しており、写真撮

影時のみマスクを外しています。

●職業アドバイザー派遣推進事業

鈴木邑さんら２人が講話

9月4日（金）
小松市立松東中学校

　小松ＲＣでは、2015年から市内の中学校

に職業アドバイザーを派遣しており、今年

は９月４日に小松市立松東中学校で行われ

た職業人講話には、会員企業のアパホテル

小松グランドに勤務する鈴木邑さん（25）と

システムエンジニアの上出一就さん（25）が

派遣され、２年生27人に仕事のやりがいな

どを伝えました。

　秋晴れの中、小松カントリーゴルフ場

で、小松ＲＣゴルフ同好会のコンペが開

かれ、14人が熱戦を繰り広げました。

　北村和久会員が優勝し、寺田英夫会長

から表彰されました。

●小松RC 第１回ゴルフコンペ
9月21日（祝・月）

小松カントリーゴルフ場

【第１位】北村　和久

【第２位】澤矢　豊伸

【第３位】数左　從光

【 B　G 】福島　　徹

例会報告

メークアップ届
 9／21 　福島、東、本田、数左、北村和久、北村茂、元

　中川、澤守、澤矢、寺田、山﨑
第１回ゴルフコンペ

2020年9月24日（木）アパホテル＜小松グランド＞ 会員数 50名・出席数 35名・欠席数 15名・出席率 70.00％

ニコニニコニコBOX
寺田英夫、松多伸悟、中澤宏介、北村和久、王生幸夫
ゴルフ愛好会


